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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 79,813 18.2 5,039 109.5 4,721 85.3 3,187 62.6
22年3月期第2四半期 67,504 △24.0 2,405 △26.1 2,547 △12.9 1,960 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 34.33 ―
22年3月期第2四半期 21.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 148,842 46,225 30.4 487.10
22年3月期 147,471 45,192 29.8 472.54

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  45,234百万円 22年3月期  43,883百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 155,000 7.7 8,600 40.4 8,000 26.3 4,800 41.2 51.69



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 93,065,554株 22年3月期  93,065,554株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  200,237株 22年3月期  199,198株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 92,865,508株 22年3月期2Q  92,871,987株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国経済の伸長に伴って輸出が増加し、企業業績の回復や個人消

費が持ち直すなど緩やかながら景気は回復基調で推移しました。海外経済におきましては、中国では景気刺激策に

より内需を中心に好調を維持しました。米国景気は政策効果もあり回復に向かっておりますが、欧州では財政危機

の影響などもあり景気は全般的に低迷いたしました。 

この様な経済環境のもとで、当社グループは国内外ユーザーの要請に応えるため、機能性を付与した製品や環境

に調和した製品を早期に市場に提供するなど、積極的な販売政策を展開いたしました。また、一層のコスト競争力

の強化を図るため、製造工程の合理化や管理が可能な費用の削減に鋭意努めました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、798億１千３百万円となり、前年同期比18.2％の増収と

なりました。利益面につきましては、売上高の増加に加え、売上原価が改善したことなどにより、営業利益は50億

３千９百万円と同109.5％の増益となりました。経常利益は、円高に伴って為替差損が発生しましたが47億２千１

百万円と同85.3％の増益となりました。当第２四半期純利益は、31億８千７百万円と62.6％の増益となりました。

 事業セグメントの概況は次の通りであります。 

 なお、営業利益につきましては、全社費用等の配分前で記載しております。 

（化成品事業） 

当事業は、無機・有機顔料、各種着色剤、情報記録材料の製造・販売を行っております。印刷インキ業界向けを

中心とした汎用顔料は、全体としては横這いで推移しましたが、ＩＴ関連業界向けの情報記録材料は景気の回復基

調に加え、新興国の需要増に牽引され堅調に推移いたしました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は124億５千５百万円となり、営業利益は19億７千９百万円となりまし

た。 

（化学品事業） 

当事業は、各種合成樹脂着色剤・コンパウンド、各種コート材の製造・販売を行っております。各種機能性着色

剤は、国内での政策効果や日本、アジア経済の回復に伴って車両業界向け、家電・ＯＡ機器業界向けを中心に国内

外ともに好調に推移しました。また、生活関連業界向けの合成樹脂着色剤は今夏の猛暑により飲料容器などの夏季

需要を中心に伸長いたしました。各種コート材は，ＩＴ関連業界向けは低迷しましたが、総じて横這いで推移しま

した。 

これらの結果、当セグメントの売上高は429億７千１百万円となり、営業利益は30億６百万円となりました。 

（高分子事業） 

当事業は、高分子製品、天然高分子製品の製造・販売を行っております。各種ウレタン樹脂は、一部の業界で低

迷したものの、国内外の車両業界向けの需要回復を受けて順調に推移しました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は83億９千１百万円となり、営業利益は13億６千９百万円となりました。

（印刷総合システム事業） 

当事業は、各種印刷インキの製造・販売及び事業に付帯する商品とサービスを提供しております。グラビアイン

キは今夏の猛暑により飲料・食品関連などの軽包装業界向けが好調に推移いたしました。オフセットインキはチラ

シなどの商業印刷物業界向けを中心に堅調に推移しましたが、本格的な回復には至りませんでした。 

これらの結果、当セグメントの売上高は149億８千６百万円となり、営業利益は11億８千２百万円となりまし

た。 

（その他事業） 

当事業は、原材料の転売、グループ各社への不動産賃貸及び金融事業等を行っております。 

当セグメントの売上高は10億８百万円となりました。営業損益は、不動産賃貸にかかる収入を売上高に含めず営

業外収益として計上したことなどにより、２億６千万円の損失となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,488億４千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ13億７千万円増

加致しました。これは、主として売上高の増加に伴い、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加により流動資産

が40億７千１百万円増加する一方、株式市場の低迷による含み益の減少により投資有価証券が13億７千４百万円減

少したことなどによるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,026億１千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ３億３千７百

万円増加致しました。これは、主に支払手形及び買掛金が21億５千万円増加する一方、借入金の返済を積極的に進

めた結果、短期及び長期の借入金が14億３千９百万円減少したことなどによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は462億２千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ10億３千３百

万円増加致しました。これは主として四半期純利益により株主資本が27億２千３百万円増加する一方、投資有価証

券の含み益の減少により、その他有価証券評価差額金が７億３千８百万円減少し、為替相場が円高方向に振れたた

めに為替換算調整勘定が６億３千２百万円減少したことなどによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年８月６日に公表した以下の数値より変更はありません。 

（百万円）

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却の方法 

定率法を採用している資産に、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降において特に回収可能性に疑義を生じさ

せるような事実の発生はなく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められないため、前連結会計年

度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これにより、営業利益は７百万円、経常利益は９百万円、税金等調整前四半期純利益は288百万円減少して

おります。 

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

  

  

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通期  155,000  8,600  8,000  4,800

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,454 16,792

受取手形及び売掛金 45,083 43,080

有価証券 121 130

商品及び製品 13,441 13,721

仕掛品 227 203

原材料及び貯蔵品 7,691 6,820

その他 2,973 3,260

貸倒引当金 △140 △227

流動資産合計 87,853 83,782

固定資産   

有形固定資産   

土地 21,645 21,759

その他（純額） 21,596 22,319

有形固定資産合計 43,242 44,079

無形固定資産 941 970

投資その他の資産   

投資有価証券 10,228 11,603

その他 7,035 9,086

貸倒引当金 △458 △2,050

投資その他の資産合計 16,805 18,639

固定資産合計 60,989 63,689

資産合計 148,842 147,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,853 26,703

短期借入金 27,719 28,229

1年内返済予定の長期借入金 7,829 9,202

未払法人税等 652 488

賞与引当金 2,129 2,170

工場閉鎖損失引当金 － 231

環境対策引当金 366 309

その他 4,065 4,467

流動負債合計 71,616 71,803

固定負債   

長期借入金 18,320 17,875

退職給付引当金 9,258 9,848

役員退職慰労引当金 457 425

環境対策引当金 1,068 1,301

負ののれん 139 184

その他 1,756 840

固定負債合計 31,000 30,475

負債合計 102,616 102,279
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,039 10,039

資本剰余金 9,193 9,193

利益剰余金 30,335 27,612

自己株式 △85 △85

株主資本合計 49,483 46,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 193 932

繰延ヘッジ損益 △48 △48

為替換算調整勘定 △4,393 △3,760

評価・換算差額等合計 △4,248 △2,877

少数株主持分 991 1,309

純資産合計 46,225 45,192

負債純資産合計 148,842 147,471
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 67,504 79,813

売上原価 57,436 66,805

売上総利益 10,067 13,008

販売費及び一般管理費   

給料 2,277 2,178

賞与引当金繰入額 461 572

退職給付費用 392 350

運搬費 1,252 1,372

貸倒引当金繰入額 58 23

その他 3,218 3,470

販売費及び一般管理費合計 7,661 7,968

営業利益 2,405 5,039

営業外収益   

受取利息 13 11

受取配当金 99 117

為替差益 107 －

負ののれん償却額 41 38

持分法による投資利益 － 73

保険配当金 168 191

その他 362 272

営業外収益合計 792 705

営業外費用   

支払利息 529 462

為替差損 － 431

持分法による投資損失 23 －

その他 96 128

営業外費用合計 650 1,023

経常利益 2,547 4,721

特別利益   

固定資産売却益 229 195

負ののれん発生益 － 343

その他 58 123

特別利益合計 288 661

特別損失   

投資有価証券評価損 265 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 279

事業撤退損 384 －

その他 229 129

特別損失合計 879 408

税金等調整前四半期純利益 1,956 4,974

法人税、住民税及び事業税 224 667

法人税等調整額 △248 1,053

法人税等合計 △23 1,721

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,253

少数株主利益 19 65

四半期純利益 1,960 3,187
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該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、ハイテクと色彩科学の総合メーカーとして、国内外で色彩に関わる各種製品の製造及び販

売、またその他付帯する事業を行っております。 

このため、当社グループでは製品を基礎とした製品別の「化成品事業」「化学品事業」「高分子事業」「印刷

総合システム事業」「その他事業」の５つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）  

（注）１．「その他事業」には、不動産管理、金融事業を営む会社が含まれておりますが、当事業にかかる収入は

売上高に含めておらず、営業外収益として計上しております。 

２．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用2,237百万円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理などの本社機構の費用及び研究開発

の費用であります。 

  

各報告セグメントに属する主要製品・サービス 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  

  

報告セグメント  

調整額

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額 

化成品 

事業 

化学品 

事業 

高分子 

事業 

印刷総合

システム

事業 

その他 

事業 

（注１）

計 

売上高                 

(1)外部顧客への 

  売上高 
  12,455   42,971   8,391   14,986   1,008   79,813   －   79,813

(2)セグメント間 

  の内部売上高 

   又は振替高 

 110   15   32   98   6,734   6,991  (6,991)   －

計    12,565   42,986   8,424   15,084   7,743   86,804  (6,991)   79,813

セグメント利益 

（営業利益） 

（△損失） 

  1,979   3,006   1,369   1,182   △260   7,277  (2,237)   5,039

報告セグメント 主要製品・サービス 

化成品事業 無機・有機各種顔料、各種着色剤、情報記録材料 

化学品事業 各種合成樹脂着色剤・コンパウンド、各種コート材 

高分子事業 高分子製品、天然高分子製品 

印刷総合システム 

事業 
各種印刷インキ、事業に付帯する商品とサービス 

その他事業 原材料の転売、グループ会社への不動産賃貸及び金融事業、その他 
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失）  

重要な事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

「高分子事業」セグメントにおいて、当社が「その他事業」セグメントに属するハイブリッジ株式会社の株

式を追加取得したことに伴い、「高分子事業」に属する浮間合成株式会社の持分比率が増加しております。こ

の結果、負ののれんが343百万円発生しております。 

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、第２四半期連結累計期間において343百万円となって

おります。この負ののれん発生益は、報告セグメントの収益には含めておりません。  

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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